
 

パーソナルファイナンス学会 

第 17回全国大会のご案内 

パーソナルファイナンス学会第 17回全国大会を下記のとおり開催いたします。 

皆様のご参加をお待ちしております。 
 

統一論題  

「これからのパーソナルファイナンス研究」 
 

1.  開催期間  2016年 11月 12日（土），13日（日） 

2.  報告・会員総会会場 桜美林大学 町田キャンパス 明々館Ａ-408 

〒194-0294 東京都町田市常盤町 3758 

    懇親会会場 ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田 

〒194-0013 東京都町田市原町田 3-2-9  

ＴＥＬ：042-724-3111  

＊当日は大学から懇親会会場へ直行バスが運行されます（18：00発） 

3.   申し込み方法 同封の出欠票はがきに必要事項を記入のうえ，10 月 31 日（月）

迄にご返送（投函）ください。  

4.  参加費振込期限 2016年 11月 4日（金） 

            

  ＊大会参加費・昼食代等は以下のとおりです。 

  ＊ご宿泊につきましては、お手数ですが会員各位でご手配下さい。 

  

会員種別 大会参加費 懇親会費 昼食代 

個人・院生会員 3,000 円 2,000 円 
     事前申込制 

（大会参加費に含まれます） 
賛助会員 3,000 円 2,000 円 

非会員 6,000 円 5,000 円 

消費者金融部会 無料 無料 事前申込制(無料) 

 

======================================================================== 

 

【開催校】 

桜美林大学 実行委員長 桑名義晴 

 

【お申込・参加費お振込についてのお問合せ】 

パーソナルファイナンス学会 リエゾンオフィス 

〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 518 司ビル 3Ｆ 

【業務委託先】(株)国際ビジネス研究センター 

Tel: 03-5273-0473  Fax: 03-3203-5964 japf@ibi-japan.co.jp 

URL：http://www.ibi-japan.co.jp/japf 

mailto:japf@ibi-japan.co.jp
http://www.ibi-japan.co.jp/japf


 

パーソナルファイナンス学会第 17回全国大会プログラム 
第１日：11月 12日（土）明々館Ａ-408 

午前の部 

10：15 

～10：25 

開会の言葉 会長         桑名義晴（桜美林大学） 

         大会委員長   飯田隆雄（札幌大学）  

司会： 晝間文彦（早稲田大学） 

10：25 

～ 

10：55 

15周年プロジェクト研究発表 （研究者代表）【制度設計】 

1）「貸金業法の政策決定プロセスに関する調査研究-政府は新導入した『総量規制の基準』、

『多重債務者の定義』等について合理的説明を行ったのか？-」 堂下浩（東京情報大学） 

2）「パーソナルファイナンス関連法制における経済合理性の検証」 飯田隆雄（札幌大学） 

<休憩５分> 

11：00 

～ 

11：40 

自由論題①  

「シェアリング・エコノミーに見るビジネス・エコシステムの構築 

―Uber, Etsy, Lyft, Airbnb の成長戦略を事例に―」 

井上葉子（日本大学） コメンテータ：山本崇雄（神奈川大学） 

11：40 

～ 

12：20 

自由論題②  

「中国におけるパーソナルファイナスの発展  

―『民間貸借』の新形態ソーシャルレンディング（P2P）―」 

 陳 玉雄（麗澤大学） コメンテータ：藤田哲雄（日本総合研究所） 

12：20～13：30  昼食（会員控室Ａ-406）／第 1回大会理事会（崇貞館６階Ｆ会議室） 

午後の部 

【統一論題】 

司会： 坂野友昭（早稲田大学） 

13：30 

～14：10 

統一論題 ①「パーソナルファイナンスの国際展開の展望」 

 富山大学経済学部教授 岸本寿生 

14：10 

～14：50 

統一論題 ②「会計検査からみた個人情報の保護と利用」 

 会計検査院検査官 小林麻理 

<休憩 10分> 

15：00 

～15：40 

統一論題 ③「これからの金融教育について」 

 金融広報中央委員会事務局 金融教育プラザリーダー 岡崎竜子 

15：50 

～16：35 
会員総会 理事選挙・活動報告・研究奨励賞表彰式 

<休憩５分> 

16：40 

～17：50 

シンポジューム 「改正から 10年を経た貸金業法を検証する」 

パネリスト：平 将明（衆議院議員）上田 勇（衆議院議員） 

司会：堂下 浩（東京情報大学） 

18：30 

～20：00 

懇親会 （大学 18：00 発直行バス運行） 

ベストウェスタンレンブラントホテル東京町田 

(敬称略) 



 

第２日：11月 13日（日）明々館Ａ-408 

午前の部 

司会：高井 透（日本大学） 

10：00 

～ 

10：40 

自由論題③ 

「障害者の創業と生活保護制度」 

中西孝平（四国大学・京都華頂大学）コメンテータ：竹之内秀行（上智大学） 

<休憩 5分>  

10：45 

～ 

11：25 

自由論題④ 

「地域資源を基点とした中山間地域での担い手育成支援に関する研究」 

永野 聡（三重大学）コメンテータ：武長脩行（椙山女学園大学） 

<休憩 5分>  

11：30 

～ 

12：10 

自由論題⑤ 

「六次産業化の資金調達 ー北海道の小規模ワイナリーの課題ー」 

武者加苗（札幌大学）コメンテータ：大東和武司（広島市立大学） 

昼食（会員控室Ａ-406）／ 理事会（崇貞館６階Ｆ会議室） 

午後の部 15周年プロジェクト研究発表（研究代表者） 

司会： 桑名義晴（桜美林大学） 

 

 

13：30 

～ 

14：15 

 

 

【金融教育】 

1）「行動経済学的視点による金融教育の研究 －高大連携による金融教育システムの構築－」    

竹本拓治（福井大学） 

2）「中等教育における金融教育の課題とその解決に関する研究  

－学校教育における金融教育の体系化－」 大谷和海（関西大学高等部） 

3）「金融教育の体系化に関する研究 －学校の教科書における金融の扱い方の課題と方向性－」  

杉江雅彦（同志社大学名誉教授） 

14：15 

～ 

14：30 

【グローバリゼーション】 

1）「東南アジアにおける消費者金融ビジネス・モデルの研究」  

山本崇雄（神奈川大学） 

<休憩 10分>  

 

 

14：40 

～ 

15：40 

【イノベーション】 

1）「パーソナルファイナンスにおけるイノベーションとその普及に関する研究  

－P2P Lending 普及の阻害要因－」 藤原七重（千葉商科大学） 

2）「パーソナルファイナンスにおけるビッグデータの活用－海外の先進事例を中心に－」  

李 立栄（早稲田大学大学院） 

3）「パーソナルファイナンスにおける、マイクロファイナンスの役割と地域産業の育成」  

加藤 晃（北海道教育大学） 

4）「小売業のアジア市場進出における金融サービス事業とその有効性」 

土井一生（九州産業大学） 

15：45 閉会の言葉  大会実行委員長  桑名義晴（桜美林大学） 

＊プログラムは当日変更される場合がございます。                                       (敬称略) 



 

◆桜美林大学 町田キャンパス へのアクセス方法   

最寄り駅は、JR横浜線「淵野辺」駅と京王線・小田急線・多摩モノレール線「多摩センター」駅です。 

11 月 12 日(土)は、いずれの駅からもスクールバスが運行されていますが、13 日(日)は淵野辺駅発の２便のみとなります。 

開催日  淵野辺駅⇔会場 多摩センター⇔会場 

11 月 12 日(土) スクールバス 運行 無料 運行 無料 

神奈川中央交通 運行 有料   

11 月 13 日(日) スクールバス 

淵野辺駅発 

9：20 発 

9：40 発 

無料 

無料 

  

スクールバス 

大学発 
4：15 発 無料 

  

神奈川中央交通 運行 有料   

 

◆JR淵野辺駅 スクールバス乗り場 会場まで約 8分。（土曜は 5～10分間隔で 8時から 17時台まで運転） 

 

 

◆多摩センター駅 スクールバス乗り場 会場まで約 20分。（土曜は 30分間隔で 8時から 17時台まで運転） 

 

◇ スクールバスの運転ダイヤ、町田キャンパスのキャンパスマップは桜美林大学のＨＰにてご確認ください。 


